
300 00136 EN Rev. A  

 

 Case Study  

 
 

食品・飲料メーカーが 
洗浄サイクルの TOC分析により 
生産効率と品質管理を向上 

 

F&Bへの挑戦 

食品および飲料（F＆B）製造業者は、製造工程に
おいて、品質面、効率面、および環境面への影響
に関連した数多くの課題に直面しています。最近
の業界における課題は次のとおりです： 

1. 生産効率向上の必要性 
2. 消費者の安全性を確保するための食品安全強
化法（FSMA）の遵守 

3. 水と資源の使用量を減らすという課題 
4. 製品リコールが生産性と消費者の安全性に及
ぼす影響 

FSMA は、最新の規則と規定が 2015 年後半に公
表され、製造プロセスにおいて問題が起きてから
対応するのではなく、予防ベースの規制を実施し、
製品の安全性と品質管理を改善することを F＆B
企業に対して求めています。製造装置の洗浄と滅
菌は、品質問題を予防するために F＆B 企業がよ
り積極的に取り組むことができる工程の 1 つです。
例えば、共用の製造装置で製造製品を変える時、
キャリーオーバーを最小限にすることは、特にア
レルゲンを含む食品の安全性と品質にとって非常
に重要です。 

適切な滅菌を確実に行うためには、滅菌（または
洗浄）を始める前に、汚れおよび残留物を製造装
置から完全に除去しなければなりません。汚れた
まま装置を滅菌しようとすると、時間と費用が無
駄になるだけでなく、次の製品の品質も危険にさ
らされる可能性があります。 

年間 350種類以上の製品を製造するカリフォルニ
アの F＆B 企業は、製品の品質と安全性を向上さ
せるための新しいプロセスツールの導入を検討し
ました。さらに、環境に配慮したカリフォルニア
州で水使用の効率向上と使用量の削減を目指しま
した。 

 

それまでは、微生物汚染対策のために ATP スワ
ブ試験を使用していましたが、製品損失の原因
となる品質問題が繰り返し発生しました。同社
は装置の洗浄度を確認する重要性を認識し、洗
浄工程の品質管理を改善するための迅速で簡単
で信頼性の高い解決策を求めていました。 

 

解決策 

この会社は、製造装置の洗浄度を確認するため
に CIP（Clean-In-Place）サイクル後のリンスサ
ンプルの全有機炭素（TOC）監視を Sievers M9 
TOC 計のターボモードで実施しました。滅菌プ
ロセスの前に TOC 分析を追加した洗浄工程によ
り、汚れた装置を滅菌することがなくなり、時
間の無駄をなくしました。設備上の微生物汚染
（ATP スワブなど）を試験する技術はあります
が、これらの試験は残留している汚れに対して
必要な精度と選択性が欠けており、偽陽性と判
定される傾向があります。TOC 分析を洗浄評価
工程に追加することにより、汚れが残留してい
る設備の全体的な洗浄度をより理解することが
できます。 

リンスおよびスワブ拭き取りサンプルの TOC 分
析は、医薬品およびバイオテクノロジー産業に
おいて、過去 15 年以上にわたり製造装置から
の有効成分、賦形剤および界面活性剤の完全な
除去を検証するために広く使用されている方法
でした。F＆B 製品は有機物そのものであるか、
または有機成分（香料、染料など）を含むため、
リンス水の TOC 分析は、F＆B 製造における装
置の洗浄度を測定する非常に有効なツールです。 
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設備の最終リンス水中に残っている残留物や界面
活性剤は、TOC を測定することによって検出され
ます。 

 

結果 

表 1 は、カリフォルニア州の F＆B 工場で CIP 最
終リンスの最後の 1 分間に採取されたサンプルの
TOC 測定値を示しています。示されたデータは、
水道水で洗浄後、同じ装置で製造された異なる 2
つの製品のデータです。 

Table 1: TOC measurements of rinse samples demonstrate 
equipment is not clean following the CIP cycle for Product B. 

 

 
製品 

 
サンプル 

 

TOC 測定値 
ATP 試験
の結果 

 
 

製品 A 

洗浄用水 0.52 ppm TOC 
Clean 

 

 

最終リンス 
0.53 ppm TOC 

Clean 

 
Clean 

 
 

製品 B 

洗浄用水 0.61 ppm TOC 
Clean 

 

 

最終リンス 
1.13 ppm TOC 

Dirty 

 
Clean 

 

同じ設備で実施された ATPスワブ試験では、製品
A と B の両方について CIP サイクル後に設備に微
生物汚染は起きていないことを示しましたが、
TOC 分析の結果では、製品 B が CIP サイクル後も
有機物または残留物の汚れが依然として残ってい
るという結果を示しました。製造者が目視検査を
したところ、製造設備にはまだ汚れがあり、製品
の品質と安全性を確保するために追加の洗浄が必
要であることが判明しました。 

TOC計の導入前、この会社は ATPスワブ試験結果
のみで滅菌工程に進むかどうかを決定していまし
た。これにより、汚れた設備で製造されてしまっ
た製品バッチは、廃棄されていました。TOC の結
果は、設備の残留有機物に関する情報を提供する
ので、F＆B 製造業者が顧客に製品品質と安全性
を保証するための魅力的な分析方法です。さらに、
設備の経時的な TOC データ傾向を監視すること
により、滅菌が不十分な製品を製造してしまう前
に、洗浄やメンテナンスなどの対策を取ることが
可能です。 

水とコストの削減 

人口増加、干ばつ、地球規模の環境問題により、
産業的な水の使用をより慎重にするよう求めら
れつつあります。F＆B製造の中で、洗浄工程は
水の使用量を削減可能な工程の 1 つです。TOC
分析で設備の洗浄確認を実施することにより、
製造者は品質を落とすことなく CIP サイクルを
短縮することができます。例えば、TOC 分析で
提供される分析データは、企業の CIP サイクル
を最適化するのを助け、短縮した洗浄サイクル
でもすべての汚れを装置から除去するのに十分
であることを確認することができます。たとえ
わずか数秒であっても、CIP サイクルを短くす
ることは、水の使用量を減らし、時間の経過と
ともに大幅なコスト削減になるでしょう。 

F＆B 洗浄工程のもう一つの懸念は、製造を行っ
ていない期間における設備の洗浄度を確認する
ことです。カルフォルニア州のこの施設では、
割り当てられた保持時間よりも長い時間生産待
ち状態になった設備に必要な洗浄を縮小するこ
とによって水、労働力、および化学物質の費用、
1 ヵ月あたり 10,000 ドル以上を節約できると見
積もっています。リンスサンプルの TOC を測定
して製造装置が清潔な状態であれば、すぐに不
要な CIPサイクルを排除しましょう。 

 

製造設備の 
トラブルシューティング 

カリフォルニア州の F＆B 製造業者は、施設全
体の様々な場所で Sievers M9 TOC 計をグラブモ
ードで使用することで、CIP サイクル中に製造
装置が適切に洗浄されていない場所を発見しま
した。最終リンスの上流と下流のいくつかのポ
ートでサンプリングし、TOC 結果を使用して洗
浄が不十分な場所を特定しました（図 1）。こ
れらの問題を特定することにより、CIP サイク
ルおよびエンジニアリングの途中であってもそ
の先のフロー変更を実行できます。 
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Figure 1: TOC analysis of grab samples upstream and 
downstream of a production vessel reveals the location of 
failure. 

 

投資収益率 

このカリフォルニア州の工場では、36 時間の生
産セッションで最大 50 バッチまでの製造が実行
されます。生産セッション中に引き起こされる製
品コストの損失は、200,000 ドル以上です。TOC
による分析は、滅菌前に装置の洗浄度を測定する
際の他のツールよりも正確であるため、製品損失
のリスクは最小限に抑えられます。したがって、
この設備の製造工程における TOC 分析を実施す
るための投資額は、分析装置導入のコストの数倍
であり、単一のセッションで回収することができ
ます。  

さらに、製品が販売可能であることを確認するた
めには、通常、生産セッションの後 3～7 日かか
かります。その間、生産は停止せず、しばしば 2
つまたは 3 つ以上のセッションが発生しています。
第 1 セッションで問題が見過ごされていた場合、
欠陥が発覚するまでに 600,000 ドル以上の損失を
容易に招く可能性があります。TOC 分析は、壊滅
的な製品と資産の損失が発生する前に洗浄サイク
ルの問題をほぼリアルタイムで検出し、確認する
ための簡単な方法です。 

 

Sievers M9 TOC 計 

このアプリケーションでは、幅広い測定範囲、水
道水の分析能力、素早い意思決定を行うための迅
速で信頼性の高いデータを提供する能力を備えた
TOC 計を使用することが重要です（多くの F＆B
メーカーが水道水で洗浄しているため）。このカ
リフォルニア州の工場では、Sievers M9 TOC 計を
選択しました。この TOC 計は、0.03ppb から

50ppm まで分析可能で、EPA と地方自治体両方
の水道水基準で承認されている方法です。1年に
1 回のみ校正する必要がありますが、キャリアガ
スは必要ありません。さらに、オンラインサン
プルとグラブサンプルの両方を測定できる M9
の機能により、多数の場所でサンプリングと設
備全体のリンス水が測定可能です。 

M9 のターボモードを使用したオンライン分析
は、CIP の洗浄からリンスダウンまでの洗浄工
程をオペレータがリアルタイムでモニタリング
することが可能です。さらに、単一または複数
の設備上で異なるサンプリング場所で、リンス
サイクルを通して、様々な場所でグラブサンプ
ルを採取することが可能です。オンライン分析
とグラブ（アットライン）分析を組み合わせる
ことで、洗浄プロセスの有効性を詳細に把握し、
CIP サイクルや装置自体の問題を早期に発見す
ることができます。 

 

結論 

Sievers M9 TOC 計を使用して TOC分析を実施す
ることで、カリフォルニア州の F＆B メーカー
は、洗浄プロセスにおける効率と品質管理を改
善することができました。TOC 分析は、洗浄度
を確認する他の方法よりも正確であることが示
され、意思決定と製品損失の防止に大きな信頼
をもたらしました。F＆B 製造における TOC 分
析の追加の利点は、CIP サイクルの最適化と生
産プロセスのトラブルシューティングができる
ことです。 
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